






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ライダー特別装備　［＝コ標準装憶

■キューブキューピック「ライダー」主要装備一覧　［＝＝コメーヵーオプション〔肝胆蒔に申し鮒討〕E＝＝＝】オーテッ姻いオブ湘ン〔磁詩に二品ナ潟〕

ライダー

全車標準装備

　　　　　　　　　　　　　　　　　車種

Oレード別装備

2WD
E－ATX　　　　エクストロニッタひπ・捌6

■視界

辱用ヘノドラノ7（インナ→｛ネル光輝仕様）：

最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ

キセノンヘッドランプ（ヘッドランプマニュアルレベライザー信〕

●リや閥けつ式ワイパー

恃M線リヤウインドウ（タイマー付）

怩tVカットグリーンガラス〈フロント〉

怩tVカット臨熱グリーンガラス〈フロントドア〉

恂h眩式ルームミラー

恪L角ドアミラー

バッテリーセーパー

フロント車速感知無段聞けつ式ワイパー

UV加・卜匠丼グリーンガラスくりヤドア，リヤサイド、バックドア）

フライ11一”ラスωV刀　ト匪「随匿ゴi～リヤドア，リヤサイト，’（ンケドア）

電動格納式リモコンカラードドアミラー

■還転席まわり

本轍ス聖上り4鉱＿一謳 ベース車禰準蓑備

AT・C㌔〔「シフトポジションインジケーター

車速感応野臥動パワーステアリング

チルトステアリング

●杭薗仕様（ステアリング、シフトノブ》

怎fジタル時計付液昌オド・ツイントリップメーター

怫o．●へ7ドラン＝胤忘れ＆キー擬竈れ董轍

恷l脚　●欄〔フのト・卿・」τ砂▽〕

怎Cンストアンダートレイ●インストd噛ポケット

怎Nラスターネット●クラスターダブルフック

怏ﾁフ脇ダL〔フロント週●暇べ7トまトルまルダー｛珊

恤ｨ1イ距㈱瑚仁カミラ「驕」⇔｛ミ勃

集中ドアロック（パックドア連動）

リモートコント日一ルエントリーシステム〔バックドア凶年，作劇建露鰻手付）

インテリ沁トキイ蓬魏・醗・爪ウク嗣四型〕（注1）

キー連動室内照明システム

マップランプ＆ルームランプ●照明付灰皿＆電源ソケット（DC12V）

怎tロント＆リヤ＝ノルハンドルポケット

怎tロントドア大型ポケット〔運転席・助手席）

怎tットレスト●フロントドアキッキングブレート

恃]一キ蹄芽醗燭●弛一回フ槻一》

パワーウインドウ．（耐水タイプ、運転席：ワンタッチ、

Lーオフ後作動も挟み込み防止機構付）

大容量グローブボックス

1DINオーディオボックス（2個．）　　　（注2）

質空調／オーディオ

オゾンセーフエアコン●クリーンフィルター

怎求[プアンテナ（運転席側） リヤヒ一堂ーダクト

オーディオレス　　　　　　　　　　（注2）

盲スピ」か〔フロントツイーターX2十フロントスピーカーX2十リヤスピrカーX2）

ゲ雛叶：ID瑳フ～凝、1肛囲臨監一州α關1（注2）〔注3）

．努舛翻シ灘⑳些些？CD→㎜ユロ
iーラジオL156w．5勲←か㌔斑倣側切　（注2）

■シート／内装

塁壁シート地　　　　　　　　　　　　1

専用ドアトリム地

覇隅インサイドドア八ンドルエスカッション　　．

．専用インスト恥ル．一　　　　一一一一1

大型フロントシートアームレスト（収納ボックス付）

大型セカンドシートアームレスト（カノブホルダー2静付〉

運転席シートリフター（ラチェット式）

●リヤドア．買い初フック

怎宴Qッジサイドフック＆買い物フック（2個）

@〈運転上側・助手席側〉

怎宴Qッジサイドフック〔2個）（運転腐側・助手一側》

怎宴Qッジフロアフック．（2個）

怎Vー． gパックボケット（運転席・助手席｝

怎oックドアポケット

怎tロント＆セカンド＆サードシートヘッドレスト

怎Zンターコンソールボックス

怎Zカンドシートスライド（6＝4分別スライド〕

怎Zカンド可儀式シート13分闘，リクライ＝ング・ダブル：

@フォールディン久メモリー付ウォークィン騰鱗封〕

怎Tード可周式シート（床下格納）

怎Aシストグリップ．（3個）

センタースリット

助手席マルチボックス〔カード＆ベンホルダ・→寸）＆酌手席インストトレイ

．リヤドア大型キッキングプレート

リヤドアポケット（ペットボトルホルダー付：2個）

セカンドシ．一．トアンダートレイ（3個〕

セカンドシート足元アンダーボックス．（2個）

サードシートサイドポケット（運転席側）

サードシートアームレスト（アーム．レストポケット付）

サードシートヘッドレスト収納

ラゲッジアンダーポックス

ラゲッジランプ（ON・OFFスイッチ付）

■外装／タイヤ・ホイール

辱用フ0ントグリル．． @．一●カラードドアハンドル

@（フ［コント、リヤ、パックドァ） 尋用フロントバンパー

．専用サイドシルプロテクター

尋用リヤアンダーブロテクター

専用ネーミングステッカー

尋用15インチ光輝アルミロードホイール

1瀞型置81｝｛塾生髪型一　　　1
スペアタイヤ〔応急用タイヤ）　　　　（注4）

■安全ノメカニズム

運転席・助手席アクティブヘッドレスト

運転席・助手席SRSエアバッグシステム

SRSカーテンエアバッグシステム ◆ ◆

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム ◆ ◆

ABS（アンチロックブレーキシステム）
一

EBD〔電子制御制動力配分システム）

○フロントシート上下口整式シートベルトアンカー

怎tロント・セカンドシート〔左右）且R臼3点置シートベルト

怎Tイドドアビーム

怎`ャイルドセーフティドアロック

D●回転席シートベルト非着用時讐告灯

怎uレーキベダ♪　　　　　　一　　収パッド

怎Xテアリングコラムゴラブス

D●助手麟【ユードリミゥター付フリテンショナーシートベルト．●フレンドリーアッパーインテリア

怎tロントベンチレーテッドディスクブレーキ

怎vロント＆リヤスタビライザー

怎?ーロホーン

ブレーキアシスト

遷転席2ステージロードリミゥター付ダブルフリテンショナーシートベルト

サードシートELR付3点式シートベルト

チャイルドシート固定機墨付シートベルト（セカンドシート左右2席）

βO日X対竃チャイルドシート用アンカー1セカンドシート左右2脂｝　（注5）

八イマウントストッブランブ

■寒冷地仕様

憲敵地仕様（大型バッテリー、高始動性スターターモーター、

qーター付ドアミラー（タイマー付〉，ワイバーデアイサー崇等）

■キューブキューピック「ライダー」主要．諸元 〈　〉はエクストロニッタCVT・M6

ライダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　車　種

煤@元

2WD
CR14DE

●ベース二二名型式 ニッサンUA－BGZ11
●運転タイプ［車種記号］

フルレンジ隔子制御4速オートマチック［E－ATx1 丁DLARGB　ZI　l　ED7T6AAZ
エクストロニッタCVトM6（6速マニュアルモード付無段変速機） 丁DLARGU　ZI　l　ED7T6AAZ

●寸法

全長x全幅x全高　　　　　　　　　　mm 39．55×1670×1645

室内寸法長×幅x高　　　　　　　　mm 2360x13．40x1265
ホイールベース　　　　　　　　　　　mm 2600
トレッド　前！後　　　　　　　　　　　　　　mm 146011445

最低地上高　　　　　　　　　　　　mm 140

●鍾量・定員

車両重璽　　　　　　　　　　　　　　kg． 1170〈1180＞

乗車定員※　　　　　　　　　　　　名 7

車両総短量　　　　　　　　　　　　　kg 1555〈1565＞

●性能

鰻小回転半径　　　　　　　　　　　　m　　　　　　　　　4．7

●諸装置

駆動方式 前輪駆勤

ステアリングギヤ形式 パワーアシスト付ラッ．ク＆ビニオン式

サスペンション　　　　　　　　　前／後 独立懸架ストラット式／トーンヨンビーム式

主ブレーキ　　　　　　　　　　　前／後 ベンチレーテヅドディスク式／リーディングトレーリング式

タイヤ　　　　　　　　　　　　　前・後 175／60R1581．　H

※フロントシート中央は座席ではありません。走行中は所定の座席にお座りください。

■エンジン主要諸元

型式 CR14DE
種類・シリンダー数 DOHC水冷直列4気筒

シ．リンダー　内径×行程　　　　　　　mm 73，0x82．8

総排気量　　　　　　　　　　　　　　L 1，386

圧縮比 9．8

最高出力　　　　　　　kW（PS）！rpm 72（98）15600

最大トルク　　　　　　　N・m（kgm）！rpm 137臼．4．0）13200

燃料供給装置． ニッサンEGI（ECGS）

使用燃料・タンク容量　　　　　　　　　L 無鉛レギュラーガソリン・41

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したもの
であり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジ

ンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よDもガソ．リン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）

となっています。

〈國際単位系（Slrエスアイ）．によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW．（キ．ロワヅト）」、

撃墜至聖踏羅撃墜準準滋牽牛1蜷亭亭裏。。、小数贈位

馨犠嗣搬（、1罫描鞘，轟賜離職蹴服．ベル〉
ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。

■変速比・最終減速比
エクスト二三ノラC～午M6〔6速マ；ユアルモート付羅陰変遭薩

トランスミッション
　フルレンジ電子制御
S速オートマチック［E－AT刈 Dレンジ時 マニュアルモード躇

変速比　　　　　　第て速 2，861 2，561．

第2速 1，562 1，695

第3速 1，000

2，561

@～

O，427

1，172

第4速 0，697 0，950

第5速 一 0，770

第6速 一
0．，592

後退 2，310 2，689

叢終減速比 4，072 5，473

＊マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代衷的な変速比です。

※ライダーはエアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地張等では路面などと干
渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■ボディカラー
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ソードメタル（M）

〈＃BY6＞

“

｝

『
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ホワイトパール（3P）

〈＃QXて・特別塗装色〉

ダイヤモンドシルバー（M）　スーパーブラック

＜＃KYO＞　　　　　　　　　　．＜＃KH3＞

〔3P）は3コートパール、（M）はメタリノクの略です。

喰　．

◆SRSカーテンエアκッグシステムと運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステムはセットでメーカーオプションとなります。
（注1）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム概能付となります。（注2）工場出荷時は1D困カバー＆1DINオーデ

ィオボックスx2となります．カーウイングスユニットを装齎した場合は、1DlNカバー＆1DlNオーディオボックス×1となります。ライダー専

用サウン．ドシステムを装着した場合は、1団Nオーディオポツクス×2となります。三一ウィングスユニットとライダー専用サウンドシステム

を同時装着した場台は．1DINオーディオボックスx1となります。（注3）カーウイングスユニットに接続する携幣罐話1ま一部利用できない
機種があります。auのCDMA方式携帯電話でカーウイングスをご利用いただくには、別売の通鱈ケーブル（ディーラーオプショ．ン）への交

換が必要となOます。なお、通信ケーブル妊交換した場合、auのCDMA方式以外の上帝電話はこ使用になれません。鮮しくは、カーライフ
アドバイザーにお問い合わせいただくか、カーウイングスホームベージ（www．口issan・carwings．com）でこ麟ください。（注4）スペア
タイヤはラゲッジフロア下（スペアパン）に収納されます。（注5＞使用可能なISQ　FIX対応チャイルドシートはキューブキューピック用に認

可を受けたもののみです。なお従来のシートベルトで固定するタイプのチャイルドセーブティシートも使用可能ですが、ISO　FlX対応チャ

イルドシート用アンカーは使扇できませ海。

≡li黙線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です．
●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はこ注文時に申し受け表す。メーカーの工場、オーテックで装濟するため、こ漣文後

はお受けでぎませんのでご了承くだざい。●本車両は表記以外のメーカーオプションの殺到がこざいませんので己了承ください。

口表内の繰文字は室内快適性能「インナークり一ン」の褒嫡です、

■オーテック扱いディーラーオプション

●専用フロア二一ベッ．ト
　　　　　　　　　　　　　　ロロ　とし　

●プラスチヅクパイザー（グラデーションタイプ）

日産自動車株式会社
TIO4－80．23東京都中央区銀座．6丁目17箭1号

www・nlssan・co・1P

お問い台わぜ【まキューブキューピック取り扱い販売会社、または下記フリーコール（携裕・PHSも対応）へどうぞ。

「お客様相談室」

月一金⑭0120・315・232
〔祝日を除く，　9：00～12：0013：00．～17：00

土曜日暇祝日のお買鞠相談は

「日産インフォメーションセンター」
土・日・祝⑭0120・838・232

　　　　　9：00～12＝00　13＝00～16：00

メ7U7E‘H
お問い舎わせ・ご椙鐵は下記へお願いいたします。

株式会社オーテックジャパン
干253－B571　神豪川県茅ヶ崎市萩．願824－2

曜言謹…　（0467）87－8001

http：〃www．autech£o．lp／SV／

スピードおざえて、し、い運転。　　　　　　●このカタログの内容は2003年10月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。●ボディカラーおよび内装色は、印刷イン．キや撮：影条件などから、案際．の色と異なって見えることがあります。

AJ　CU3－031qN2

　　　　C49C9
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